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“トライダガー”とは、根もとから3つにわ

かれた剣のことで、それをヒントにマシン

は作られた。上の写真に載っている4台の

マシンはその名を引き継いだミニ四駆。

17年前に登場して以来、様々なシャーシ

で登場し続けてきた。かつては、アニメ

やマンガで活やくしたので、みんなのお

父さんやお兄さんも知っているはずだ。

受け継がれる
“トライダガー”とは?

存在感バツグンのボディデザイン

鷹羽リョウ

▲
     （たかば りょう）

フルカウルミニ四駆シリーズ No.33

トライダガーX プレミアム（スーパーIIシャーシ）

    よん く    

945円（Item:19433）  
えん  

最新シャーシで
さらなる走りを
目指せ!!
ミニ四駆・新マシン“トライダガーXプレミアム”が

最新シャーシのスーパーIIシャーシを採用して登場だ!
マシンのすべてをさっそく紹介しよう。

©こしたてつひろ／小学館 ©こしたてつひろ／小学館・ShoPro

大きく張り出したフロントカウルや大型リヤウイング、炎のグラフィックやリヤウ

イングのカーボンパターンなど、重量感あふれるブラックのスタイルはまるでどっしり身構

えたチャンピオンのよう。マシン全体から伝わってくるそのムードをキミにも感じてほしい。

“トライダガー”とは、数あるミニ四駆の

中でも長い歴史を持つマシンの一台だ。

1994年に誕生し、大人気となったフル

カウルミニ四駆・トライダガーXに始まり、

これまで多くのマシンが登場。そのたび

に改良がおこなわれてきた。そして今、

スーパー I Iシャーシを採用し、

さらに性能アップした“プレ

ミアム”の名にふさわしい新

マシンが登場したのだ。

さらなる進化を
とげたマシン

じょうぶなポリカABS製のス

ーパーIIシャーシとローハイト

タイヤの組み合わせで、地をは

うように走る低重心スタイルを実現。走

行中に力がかかる部分はしっかりと補強

されゆがみにくく、パーツセッティングの

効果をひきだすぞ。さらにフロントバンパ

ーやリヤステーにはパーツ取り付け穴を

充分に用意。グレードアップパーツを組み

あわせて色々な改造ができるだけでなく、

ローラーもワイドに取り

付けしやすい。

スーパーIIシャーシで
最速を目指せ!!

SideView

FrontView Rear View

ローハイト5本スポークホイール（レッド）

26mmローハイトタイヤ
  （ブラック）

ヘッド
ライト

フロント
カウル

13ミリプラローラー（ガンメタル）

キャノピー

スーパーIIシャーシ エアインテイク

エアインテイク

大型リヤウイング

フロントバンパー

電池の持ち運びに

大活躍するスグレもの!!

単3形電池が合計12

本入る電池ケース。電

池はがっちりホールド

されるから、持ち運び

にもってこいなのだ!

ABS樹脂製リヤローラーステー（ガンメタル）パーツ取りつけ穴

※電池は

付属しません。

　　　　　　　　　　　　  しん       か

   

　　　　　　　　　　　 ツー

 さい       そく   　　　   め         ざ

  う　　　　　   つ

   そん      ざい     かん

  　　　　　　  でん     ち　　　　  も　　　　はこ

だい    かつ   やく

ミニ四駆バッテリー

ケース（378円）
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がつ   にちはつばい

2月 26日発売

ミニ四駆PROシリーズ［MSシャーシ］
トライダガーXX（ダブルエックス）
945円（Item:18629）

フルカウルミニ四駆シリーズ［スーパー1シャーシ］
ネオトライダガー ZMC
630円（Item:19409）

フルカウルミニ四駆シリーズ

トライダガーX［スーパー1シャーシ］
630円（ Item:19403）
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※NAGOYAオートトレンド2011会場内。5日（土）はジュニアクラス、オープンクラス、シャーシ限定クラス（VS、

スーパーII）、6日（日）はジュニアクラス、オープンクラス、シャーシ限定クラス（VS、スーパーX、スーパーXX）を開催。

3月5・6日（ 土・日）ポートメッセなごや（名古屋市港区）
がつ な   ご    や  たいかい にち

ど      にち  な     ご      や     し   みなと  く

名古屋大会

　   にち　 ど　　   　　　　　　　　　　　　 かいさい　　　　　 じ　　　　　　　　にち　にち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げんてい　            かいさい　　　　  じ

※12日（土）はジュニアクラスのみ開催・ひる12時オープン。16日（日）はオープンクラス、VSシャーシ限定クラスを開催・あさ9時オープン。

3月12・13日（ 土・日）浅草ROX3・スーパーマルチコート（東京都台東区）
がつとう きょう たい  かい にち あさ   くさ

ど    にち  　　 とうきょう と  たいとう  く

東京大会

　  にち　ど　　　　　じ　　　  そうこうかい　　  にち  にち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 げんてい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かいさい

※19日（土）は13時から走行会、20日（日）はジュニアクラス、オープンクラス、シャーシ限定クラス（VS、スーパーII）を開催。

3月19・20日（ 土・日）ツインメッセ静岡・北館（静岡市駿河区）
がつしず  おか  たい  かい にち しず    おか　　　きた     かん

ど      にち しず  おか    し    する    が      く

静岡大会

　    　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げんてい　　　　　　  かいさい

※ジュニアクラス、オープンクラス、VSシャーシ限定クラスを開催。

3月27日（ 日）京セラドーム大阪・9階スカイホール（大阪市西区）
がつおお  さか  たい  かい にち きょう　　　　　　　　　　　　　　  おお   さか　　　　　かい

にち おおさか  し   にし   く

大阪大会

11月のタミヤフェアで行われる「ミニ四駆ステーション・チャンピオン決定戦

2011」の出場権をかけたレースを開催!優勝者には出場権に加え、豪華景品をプレ
ゼント!負けても抽選でステキな景品が当たる抽選会や参加賞もあるぞ!

ミニ四駆スプリングトライアル2011

模型のはら
福岡県みやま市

3月21日（祝）
ホビー光 本店
北海道小樽市

ホビーショップアキバ
宮城県多賀城市

エコステージ古河店
茨城県古河市

おもちゃのマンネンヤ
栃木県那須塩原市

三共 ロッキーワールド市原店
千葉県市原市

ハーティーあさひや
神奈川県小田原市

ジャンボドーム
新潟県新潟市江南区

くぼたニコニコ堂
山梨県山梨市

角屋
静岡県静岡市

トイズタウン 本店
愛知県名古屋市

大光模型
岐阜県岐阜市

3月26日（土）
おもちゃの平野 本店
北海道札幌市

プラセン スガワラ
山形県鶴岡市

大成玩具
岡山県岡山市

3月27日（日）
TOYS&雑貨 STEP・1
福島県双葉郡

毎日開催

Yellow
広島県広島市

3月5日（土）
P-KOEN
東京都目黒区

3月6日（日）
ホビーショップ てづか
北海道旭川市

勝田ラジコン模型
茨城県ひたちなか市

トイ&ホビーイリエ
栃木県真岡市

ホビーショップ ミュルサンヌ
群馬県前橋市

つるや3号店
埼玉県志木市

なかの模型店
埼玉県ふじみ野市

流山トントンランド
千葉県流山市

ホビーショップカワウチ
千葉県印西市

くぼたニコニコ堂
山梨県山梨市

東海ラジコン
愛知県知多郡

ドリームハウス
三重県伊勢市

ジョーシン 三宮1ばん館 スーパーキッズランド
兵庫県神戸市

トイパラダイス具志川店
沖縄県うるま市

3月13日（日）
おもちゃの平野きた35条店
北海道札幌市

ホビー光 本店
北海道小樽市

ホビースクエア にしな
岩手県盛岡市

仙台フロンティア
宮城県仙台市

ボウルアピア郡山
福島県郡山市

タカサキ ハンズ
群馬県高崎市

野田ホビー あたご店
千葉県野田市

工作ひろばミナト
石川県能美郡

おもちゃのキムラ
静岡県富士市

マルシン模型
静岡県富士宮市

おもちゃのポッポ
静岡県島田市

アメイジングワールド江南店
愛知県江南市

夢遊
愛知県瀬戸市

八島模型店
大阪府大阪市

メディオ!西市ホビー館
岡山県岡山市

コオノおもちゃ屋さん
山口県岩国市

アスカ
山口県宇部市

ホビーショップ飛鷹
福岡県北九州市

3月14日（月）
ゆめらんど2
岡山県倉敷市

3月19日（土）
ローリングパーク ナカノ
山形県天童市

プラモサロンきらら
茨城県ひたちなか市

タミヤプラモデルファクトリー新橋店
東京都港区

森井模型
岐阜県岐阜市

3月20日（日）
工藤模型
青森県青森市

サンホビー アンクル
岩手県遠野市

いいじまホビー
福島県いわき市

おもちゃ屋本舗南相馬店
福島県南相馬市

エル・ホビー
群馬県伊勢崎市

九十九里ふじ模型店
千葉県山武郡

おもちゃや マジカル☆ラナ
千葉県山武市

太陽模型
千葉県君津市

アップルハウス
東京都江東区

えのもとサーキット
東京都八王子市

ソニックパーク甲府
山梨県甲府市

モリヤマホビー
愛知県名古屋市

東海ラジコン
愛知県知多郡

守山玩具
滋賀県守山市

駒川模型店
大阪府大阪市

バンビ生駒店
奈良県生駒市

田中屋模型店
兵庫県高砂市

山陽トーイ
山口県柳井市

メディオ!下松モール前
山口県下松市

ホビーショップ ムック
山口県宇部市

入場無料!!
当日参加
OK!

にゅうじょうむ  りょう
     とう じつさん    か

ミニ四駆ステーション・ミニ四駆レース日程

※開催時間・競技ルールなどは会場によって異なります。くわしくはそれぞれのお店までお問い合わせください。
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栃木県真岡市

ホビーショップ ミュルサンヌ
群馬県前橋市

つるや3号店
埼玉県志木市

なかの模型店
埼玉県ふじみ野市

流山トントンランド
千葉県流山市

ホビーショップカワウチ
千葉県印西市

東海ラジコン
愛知県知多郡

三重県伊勢市

ジョーシン 三宮1ばん館 スーパーキッズランド

と つ    げ き 　 　 　 　 　 　 　 　 　  まち 　 　 　 　 　 　 　 　 　よん 　   く 　

岡山編 2
 おか  やま  へん 今回は前号に引き続き、岡山県のミニ四駆ステーション

を突撃取材。キミもマシンを持ってお店に行ってみよう!

みせ　あるじ

ふなこし
店の主の

船越さん

月イチ開催のレースでは

超大型コースを用意!!

メディオ!西市ホビー館
住所：岡山県岡山市南区西市413-1
☎：086-245-7775

　　　　　　　　　　　にし      いち　　　　　　　　       かん

じゅう しょ        おか やま  けん  おか やま   し  みなみ く    にし  いち　 

だれでも自由に入って買物できる

おもちゃギッシリのお店

大成玩具
住所：岡山県岡山市中区八幡37-11
☎：086-275-2101

パーツのほとんどがそろっていて、マシン改

造に便利な製作スペースもあるぞ。駐車場、

さらにバス停と駅も近くにあり、アクセスも

バツグン!誰もが気軽に楽しめるお店だ。

おもちゃギッシリの昔ながらの玩具屋さん。常

設コースは店の横の広場に設置。パーツ、さら

にJrニュースも品揃えバッチリで、キミの来店を

待ってる!!駐車場ももちろん完備しているぞ。

じゅう しょ    おかやま けん おかやま し   なか  く    や   はた

　 

 たい    せい     がん      ぐ

限定キットとは、生産台数に限りがあるマシンのこと。個性的なカラーリングや高められた基本性能など、通常の

キットとはひと味違う雰囲気だ。買い逃したら2度と手に入らないマシンだけに、お店で見かけたらすぐにゲットだ。

ミニ四駆“限定キット”大紹介!!

プロ野球・阪神タイガースがモチーフ。ストライプ柄やトラのマークが

インパクト十分だ!自由にはれるステッカーやゼッケンも入っているぞ。

レースでの勝利にグッと近づく、効果的な実戦向きパーツを多数

装備。組み立てに必要な工具も付いて、買ってすぐに組み立てOKだ。

ボディはもちろんのこと、シャーシ、ホイール、タイヤまでホワイトで

カラーコーディネートした、まさに“ホワイトスペシャル”な一台だ。

さわやかなクリヤーカラーボディを採用したスペシャル仕様マシン。専用の透明ステッカーを使えば、透明ボディをいかしたカラーリング

にしあがるぞ。シャーシと大径ホイールはホワイトカラーなので、色鮮やかな透明ボディとタイヤがひときわ目立つのだ。

プリズムブルーにキラリと輝くサメをイメージした流線型ボディに4連
エアインテイクを装備。メタリック調ステッカーも存在感バツグンだ。

エッジの効いたボディラインやフラップつきの2分割リヤウイング
など、空力性能を追求したエアロミニ四駆ならではの装備が満載だ!!

ミニ四駆の人気者“MCガッツ”仕様の目立ち度満点マシン。高性能
パーツをはじめから装備、少しの改造でさらに高性能になるのだ!

軽くてショックに強いポリカボディを採用。軽量化に加え、上部が

軽くなり低重心化の効果もある。クリヤータイプのステッカー付きだ。

（1,365円）
ITEM:94688

（1,155円）
ITEM:94684

（1,260円）
ITEM:94741

MC
ガッツ

阪神タイガース
スペシャル

バイソンマグナム
Gスペシャル

（2,730円）
ITEM:94772

アバンテMk.III
コンペティションパック

（1,050円）
ITEM:94639

アバンテMk.IIIアズール
クリヤースペシャル

スーパーアバンテ
ホワイトスペシャル

（1,155円）
ITEM:94719

レイザーギル 
スーパーXXスペシャル

（1,155円）
ITEM:94735

シャドウブレイカーZ-3 
スーパーXXスペシャル

クリヤースペシャル

ITEM:94776

ITEM:94777 ITEM:94778

ITEM:94779

アバンテXクリヤー
オレンジスペシャル

アバンテMk.IIIアズール
クリヤーブルースペシャル

ネオファルコン 
クリヤーイエロー
スペシャル

キーンホークJr. 
クリヤーピンク
スペシャル

よん　　   く   　　　     げん         てい　　　　　　　　　　　　　  だい        しょう　   かい

えん

はん     しん

えん

えん

（各945円）
えんかく

えん えん

えん えん

　　　　 やきゅう　はんしん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がら

　　　　　　　　 じゅうぶん　　   じ  ゆう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   はい

　　　　　　　　　   しょう  り　　　　　　　      ちか　　　　　　こう   か   てき　　 じっ せん   む　　　　　　　　　　　た   すう

そう  び　　く　　　た　　　　  ひつ よう　     こう  ぐ　　   つ　　　　　      か　　　　　　　　　　 く　　    た

　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　いち だい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さい よう　　　　　　　　　　　　　　 し   よう　　　　　　　 せんよう　　 とう めい　　　　　　　　　　　　 つか　　　　　　とうめい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 だいけい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　   いろあざ　　　　　　  とう めい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    め   だ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かがや　　　　　　　　　　　　　　　　　 りゅうせんけい　　　　　　　　   れん

　　　　　　　　　　　　　　   そう   び　　　　　　　　　　  ちょう　　　　　　　　　　   そんざいかん

　　　　　　　　 き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ぶんかつ

　　　　   くうりきせいのう　　 ついきゅう　　　　　　　　　　　　　  よん  く　　　　　　　　　　               　そう   び　　  まん さい

　　　　よん  く　　  にん き  もの　エムシー　　　　　　   し   よう　      め    だ　　    ど   まん てん　　　　　　　こうせい のう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　そう   び　　すこ　　　    かいぞう　　　　　　　　こうせい のう

 かる　　　　　　　　　　　　　  つよ         　　　　　　　　　　　　　  さい よう　   けいりょうか　　   くわ　　　 じょう ぶ

 かる　　　　　   ていじゅうしんか　      こう   か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   つ

 こん  かい　　   ぜん ごう　　　 ひ　　      つづ　 　　　おか  やま  けん　　　　　　　　よん    く　　　　　　　　　　　　　　　　

　　  とつ げき   しゅ ざい　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　　　　　　   みせ             い

 げん  てい　　　　　　　　　　　　    せい  さん  だい すう　　   かぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 こ    せい  てき　　　　　　　　　　　　　　　　　　たか　　　　　　　　　　き    ほん せい  のう　　　　　　   つうじょう

　　　　　　　　　　　　　　　 あじ  ちが　　  ふん   い      き　　　　　 か　　　 のが　　　　　　　　    ど　　     て　　     はい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みせ　　     み

 つき　　　　　   かい    さい

ちょう  おお   がた　　　　　　　　　　   よう     い

 　　　　　　　　　　 じ    ゆう　　      はい　　　　　 かい   もの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みせ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かい

ぞう　  べん り　　せいさく　　　　　　　　　　　　　　ちゅうしゃじょう

　　　　　　　　  てい　  えき  　ちか　

　　　　　　　　だれ　　　     き  がる　    たの　　　　　　　  みせ

　　　　　　　　　　　　　　　むかし　　　　　　   がん  ぐ    や　　　　　じょう

せつ　　　　　　　みせ　   よこ　　ひろ ば　　 せっ ち

　ジュニア　　　                しなぞろ　　　　　　　　　　　　　　　　らいてん

  ま　　　　　　  ちゅうしゃじょう　　　　　　　 かん  び

▲ ▲

タミヤホームページのミニ四駆ページでは、ミニ四駆ステーション全国ショップリストを公開中!!キミの家の近くのお店を調べてみよう!
よん  く　　　　　　　　　　　　　  よん く　　　　　　　　　　  ぜんこく　　　　　　　　　　　　  こうかいちゅう　　　　　 いえ　  ちか　　　　   みせ　   しら

大径ナローライト
ウェイトホイール

ローハイト
タイヤ＆ホイール

カーボンファイバー配合

ナイロン樹脂製シャーシ

4連
エアインテイク

2分割
リヤウイング

小径ワイドホイール＆
ハードワイドタイヤ

14mm
ゴムリング
ローラー

14mm
ゴムリング
ローラー

16mmゴムリング
ローラー

ノーズ
ガード

大径ナローホイール&
バレルタイヤ

ハードスリックタイヤ

ホワイトMSシャーシ

大径イエロー
バレルタイヤ

ホワイトプリント入り

大径ナローバレルタイヤ

大径ナローライト
ウェイトホイール

60mm中空
ステンレス

シャフト装備

FRPマルチワイドステー

19mm低摩擦
プラローラー

19mmゴムリングプラローラー

大径ナローライト
ウェイトホイール＆
ハードバレルタイヤ

ノーズ
ガード

だいけい

だいけい

だいけい

はいごう

しょうけい

じゅ  し  せい

れんてい  ま  さつ

エフアールピー

だいけい

だいけい

だいけい

ちゅうくう

 そう   び

ぶんかつ

ミニ四駆PRO・MSシャーシ
よん  く

ミニ四駆PRO・MSシャーシ
よん  く

レーサーミニ四駆・VSシャーシ
よん  く

ミニ四駆PRO・MSシャーシ
よん  く

マイティミニ四駆・スーパーXXシャーシ
よん  く

エアロミニ四駆・スーパーXXシャーシ
よん  く

ミニ四駆PRO・MSシャーシ
よん  く

ミニ四駆PRO・MSシャーシ
よん  く

CMYBkCOMB(11/02/15)


